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当店売り上げ前年同月対比

２０２０年
総売上
腕時計
クロック
ジュエリー
時計バンド
修理全般

１月~3月
77.2%
77.5%
102.0%
79.0%
69.0%
73.5%

４月
30.3%
34.4%
48.0%
15.5%
36.3%
47.6%

５月
57.2%
150.2%
94.7%
28.7%
49.2%
68.0%

６月
70.9%
119.5%
109.8%
23.5%
84.8%
85.2%
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62.2%

96.5%
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思える。
もしもジュエリー専門店であれ
ば、廃業も視野に入れざるを得ない数
値である。
と同時に一言付け加えておく
とジュエリーの仕入れ展示会が軒並み
中止になって困っている。型通りのもの
ではない目新しい商品を目の当たりに
できないのである。
ジュエリーの低迷はしばらく続きそう
だが何事も物は考えようで、例えばア
パレルなどは商品が季節性のために不

関 連を感じさ

良在庫化と新規仕入れの資金調達に
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腐心せざるを得ないが、時計もジュエ

特殊な修理を
得意とする
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したままであ

販売できるのだからこの業界は楽とい

る。ジュエリー

えば楽である。10万円給付は3兆円市
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場とも報じられている。魚影はある。ガ

体に占める構

ンバレ小売店、悲観の隣に小さな楽観

成比がおおよ

も座っている。

修理・
リフォーム
時計彫りなど

簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、
どんなスタイルにも対
応できます。

当店のような兼業店は耐久力があると

円給付金との

家庭用永久磁石磁気治療器

金具のないネックレス

＊カーボンニュートラルとは二酸化

Woody Bell （ウッディー ベル）
東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階
TEL 03-5688-2390

http://woodybell-j.com/
e-mail/woodybell12@gmail.com

〒110-0016

東京都台東区台東3-16-5 ミハマビル

そ50％前後な

貧骨

ので経営的に

cosmoloop.22k@nifty.com

は 苦しい が 、

